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【論文】

" 当代のゼウクシス "
「1728 年版ルカ・ジョルダーノ伝」における 

ベルナルド・デ・ドミニチの批評戦略

小松 浩之

は じ め に

17 世紀後半のナポリ人画家ルカ・ジョルダーノ（1634-1705 年）は、16-17 世紀の

さまざまな画家の「手法 maniera」を巧みに模倣した作品で名声を得た。ナポリ、ヴェネ

ツィア、フィレンツェ、スペインで活動したジョルダーノに伝記を捧げた著述家は少なく

ない＊ 1。なかでも、ジョルダーノのためにもっとも多くのインクを費やしたのは、同郷の

画家、伝記作家ベルナルド・デ・ドミニチ（1683-1759 年）であった。『ナポリ芸術家列伝』

（1742-1745 年）の著者として知られるデ・ドミニチの伝記作家としての歩みは、「ルカ・

ジョルダーノ伝」とともにあったと言っていい＊ 2。実際、彼は、1720 年代中頃から 1740

年代にかけて複数の「ジョルダーノ伝」を記した。

本稿でとりあげる「騎士ルカ・ジョルダーノ伝」（以下、「1728 年版」）は、内容よりも、

＊ 1　ジョルダーノの評価史については以下を参照。Ferrari, Oreste. “la fortuna critica”, in Ferrari, Oreste. 

& Scavizzi, Giuseppe. Luca Giordano. L’opera compeleta , Napoli: Electa Napoli, 1992, I., pp. 213-223. 

Pinto, Valtar. “Luca Giordano nelle fonti letterarie”, in Luca Giordano: 1634-1705, a cura di Oreste Ferrari, 

catalogo della mostra, Napoli, Castel Sant’Elmo 3 marzo-3 giugno 2001, Napoli: Electa Napoli, 2001, pp. 

469-478.
＊ 2　De Dominici, Bernardo. Vite de' pittori, scultori ed architetti napoletani , Napoli, 1742-1745, a cura di 

Fiorella Sricchia Santoro e Andrea Zezza. Napoli: Paparo, 2003, 2008 I-II., 2015.
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そのきわめて特異な出版事情で知られる「ジョルダーノ伝」だ。「1728 年版」は、1728 年、

ナポリで出版されたジョヴァン・ピエトロ・ベッローリ『近代芸術家列伝』第 2 版 ( 以下、

『ベッローリ第 2 版』) の巻末に収録された＊ 3。「1728 年版」に著者名は記されていないが、

『ナポリ芸術家列伝』においてデ・ドミニチ自身がその著者として名乗りでている＊ 4。

デ・ドミニチは、『ナポリ芸術家列伝』に収録された「ルカ・ジョルダーノ伝」（以下、「1745

年版」＊ 5）において、「1728 年版」を再版せず、新たにそれを書き直したと記している＊ 6。

実際、「1728 年版」と「1745 年版」には内容に大きな相違が認められる。とりわけ注目

に値するのは、「1728 年版」の冒頭である。ここでデ・ドミニチは、模倣の達人として

知られた古代ギリシアの画家ゼウクシスに準えてジョルダーノの模倣の能力を称揚してい

る。「1728 年版」の冒頭部分を飾るこの賞辞は「1745 年版」には見られない＊ 7。ピントは、

「1728 年版」が『ベッローリ第 2 版』の巻末に収録されたテクストであることに注意を

喚起し、デ・ドミニチが 17 世紀イタリアの折衷主義の理論に接近を試みたことを指摘し

た＊ 8。

このことを踏まえ、本稿は、ジョルダーノをゼウクシスと対比させる「1728 年版」の

デ・ドミニチの典拠として、ベッローリの「画家、彫刻家、建築家のイデア」（以下：「イ

デア論」）をとりあげ、ジョルダーノがベッローリの美学的枠組みでどのように称揚され

たのかを明らかにする。第 1 章では、デ・ドミニチによる複数の「ジョルダーノ伝」を

時系列にとりあげ、それぞれの執筆・出版事情を整理し、「1728 年版」と他のデ・ドミ

＊ 3　De Dominici, Bernardo. ”Vita del cavaliere D. Luca Giordano pittore napoletano”, in Bellori, Giovan 

Pietro. Le Vite de’ pittori, scultori et architetti moderni co’ loro ritratti al naturale scritte da Gio. Pietro 

Bellori, in questa seconda edizione accresciute colla vita e ritratto del cavalier Luca Giordano e dedicate 

all’illustriss. signore e padrone colendissimo il signore D. Giuseppe Stendardo regio architetto , Roma

〔Napoli: Francesco Ricciardi〕, 1728, pp. 304-395.  
＊ 4　「1728 年版」の著者をめぐっては、ボルツェッリがデ・ドミニチへの帰属を疑問視した。Borzelli, 

Angelo. Luca Giordano, l’ ‘Anonimo’ e Bernardo de Dominici , Napoli: P. Federico & G. Ardia 1917. 著者名

のないものが多いが、デ・ドミニチと詩人アントニオ・ロヴィリオーネのソネットが収録されている版も

存在する。これらの詩のなかで「1728 年版」の著者がデ・ドミニチであることが示唆されている。「1728

年版」の帰属問題、版の相違についてはとくに以下を参照。Pinto, Valter. “La ‘Vita del cavaliere D. Luca 

Giordano’ di Bernardo De Dominici”, in Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Lettere e 

Filosofia. Quaderni, 4.Ser. 9/10.2000(2002), 2002, pp. 243-255. Willette, Thomas C.. "The Second Edition 

of Giovan Pietro Bellori's Vite: Placing Luca Giordano in the Canon of Moderns," in Art History in the 

Age of Bellori: Scholarship and Cultural Politics in Seventeenth-Century Rome, ed. Janis Bell and Thomas 

Willette, Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2002, pp. 278-291.　
＊ 5　De Dominici. op. cit. , 2008, I., pp. 754-866.
＊ 6　Ibid. ,  p. 754.
＊ 7　De Dominici. op. cit. , 1728, p. 304. 
＊ 8　Pinto. op. cit. , 2001, pp. 474-475.
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ニチの「ジョルダーノ伝」との関係を確認する。第 2 章では、「1728 年版」におけるベ

ッローリへの参照を、ゼウクシスの逸話、規範への意識、ラファエッロとの類比という 3

つの観点から検討する。ベッローリの議論を強引に転用し、ジョルダーノを称揚するデ・

ドミニチの戦略は、けっして説得的なものとはならなかった。それは、デ・ドミニチのベ

ッローリへの参照が、作品分析を介することなく、伝記的エピソードのアナロジーにもと

づいているからだ。以上を検討することによって、デ・ドミニチが、『ナポリ芸術家列伝』

に「1728 年版」を再録するのではなく、「1745 年版」を新たに記した理由も明らかとな

るはずである。第 3 章では、「1728 年版」においてベッローリの議論を強引に転用した

ことで、いびつに形づくられたジョルダーノ像が、デ・ドミニチによる作品評価に影響を

与えた可能性について検討する。「1728 年版」や他の伝記との記述を通して、デ・ドミ

ニチによる作品評価の変遷と意味を跡づけることで、本稿は、ジョルダーノの評価史研究

に寄与することができると考える。

1 .  ベ ル ナ ル ド・ デ・ ド ミ ニ チ と「 ジ ョ ル ダ ー ノ 伝 」

まず、著者ベルナルド・デ・ドミニチと、その「ジョルダーノ伝」について簡単に確

認しておこう＊ 9。彼の主著『ナポリ芸術家列伝』によると、デ・ドミニチは、画家で楽師

であったライナルドを父にもち、マッティア・プレーティ、フランチェスコ・ソリメーナ

らのもとで研鑽を積んだ＊ 10。風景画や風俗画を専門に描く画家となったデ・ドミニチは、

のちに、ラウレンツァーノ公ニッコロ・ガエターニ・デッラクイラ・ダラゴーナ、その妻

で詩人アウローラ・サンセヴェリーノの宮廷に仕えたという＊ 11。ラウレンツァーノ公夫妻

は、1690 年にローマで発足したアルカディア・アカデミーの会員で、18 世紀前半ナポ

リの知的環境における中心人物であった＊ 12。その宮廷には、ソリメーナにくわえ、マッテ

オ・エジツィオ、ジャンバッティスタ・ヴィーコら、当時のナポリを代表する文人たちが

＊ 9　デ・ドミニチの略歴にかんしては以下を参照。Bologna, Ferdinando. “De Dominici, Bernardo”, in 

Dizionario Biografico degli Italiani,  vol. 33, 1987, pp. 619-628. Bologna, Ferdinando. “De Dominici, 

Bernardo”, in Dizionario Biografico degli Italiani,  vol. 33, 1987, http://www.treccani.it/enciclopedia/

bernardo-de-dominici_(Dizionario-Biografico)（オンライン版）
＊ 10　De Dominici. op. cit. , 2008, I-II., pp. 716-717, 844-846, 1068-1069, 1178-1179.
＊ 11　Ibid. , pp. 1049-1050.
＊ 12　アルカディア・アカデミーは、古代の牧歌的世界を理想とし、ホメロスやダンテ、ペトラルカなど

いにしえの詩人たちを規範と仰ぎ、その作品の研究を重視する文人サークルである。ラウレンツァーノ公

夫妻の宮廷の文化環境については以下を参照。Lotoro, Valentina. La fortuna della Gerusalemme liberata 

nella pittura napoletana tra Seicento e Settecento, Roma: Aracne, 2008, pp. 79-102.



” 当代のゼウクシス ”
「1728 年版ルカ・ジョルダーノ伝」におけるベルナルド・デ・ドミニチの批評戦略

38

集った＊ 13。ラウレンツァーノ公夫妻からの庇護が事実だとするならば、その文化環境が伝

記作家デ・ドミニチの知的形成に影響を与えた可能性は高い＊ 14。

デ・ドミニチの「ジョルダーノ伝」は、以下の４つに分類することができる。まず、

1720 年代中頃に作成されたフィレンツェ国立図書館所蔵の 2 つの手稿（以下、「フィレ

ンツェ手稿」）、「1728 年版」、1729 年に単独で出版された『騎士ルカ・ジョルダーノ伝』

（以下、『1729 年版』）、「1745 年版」である。以下では、４つの「ジョルダーノ伝」のそ

れぞれの執筆・出版事情について確認する＊ 15。

デ・ドミニチによる「ジョルダーノ伝」のなかでもっとも古いものは、1720 年代中頃

に作成された「フィレンツェ手稿」である＊ 16。のちに出版されるデ・ドミニチの「ジョル

ダーノ伝」の草稿というべきこの手稿群は、フィレンツェの文人フランチェスコ・サヴェ

リオ・バルディヌッチの求めに応じて作成された。当時、フランチェスコ・サヴェリオは、

著名な父フィリッポの『素描家消息』（1681-1728 年）の出版を引き継ぎ、同時代の芸術

家を扱った新しい「芸術家列伝」を用意していた＊ 17。実際、「フィレンツェ手稿」は、バ

ルディヌッチ（子）の手稿「ルカ・ジョルダーノ伝」の典拠のひとつとして用いられている。

「フィレンツェ手稿」におけるデ・ドミニチの記述は、バルディヌッチ（子）の手稿を通

じて、ルイージ・ランツィ『イタリア絵画史』（1795 年）におけるジョルダーノ像にも

影響を与えた＊ 18。一方で、デ・ドミニチも、「1728 年版」において、バルディヌッチ（子）

からフィレンツェでのジョルダーノの活動について情報を得たと記している＊ 19。

「1728 年版」は、デ・ドミニチによるふたつ目の伝記で、イタリアで公刊されたはじ

めてのジョルダーノの詳伝である。繰り返しになるが、これは、1728 年、ナポリで出版

された『ベッローリ第 2 版』の巻末に収録されたものである＊ 20。『ベッローリ第 2 版』の

＊ 13　De Dominici. op .cit. , 2003, pp. 25-26.
＊ 14　Bologna. op. cit. .
＊ 15　 デ・ ド ミ ニ チ の 伝 記 作 家 と し て の 活 動 に つ い て は 以 下 を 参 照。Sricchia Santoro, Fiorella. 

Introduzione, in De Dominici. op. cit.,  2003, pp. IX-XLI.
＊ 16　De Dominici, Bernardo. Notizie della Vita del L’Ecc.mo Pittore Luca Giordano Napolitano, ms. II. II. 

110 della Bibilioteca Nazionale di Firenze, cc. 90r-105r, 112r-123v, ed. cons. Zibaldone baldinucciano. 

Scritti di Filippo Baldinucci, Francesco Saverio Baldinucci, Luca Berrettini, Bernardo De Dominici, Camillo 

Sagrestamo e altri , a cura di B. Santi, 1980-1981, I., pp. 349-372, 375-390. Lanzi, Luigi Antonio. Storia 

pittorica della Italia,  Bassano: Remondini, 1795 - 1796.
＊ 17　Ceci, Giuseppe. “Scrittori della storia dell’arte napoletana anteriori al De Dominici”, in Napoli 

nobilissima,  VIII, 1899, pp. 163-168.
＊ 18　Baldinucci, Francesco Saverio. Vita di Luca Giordano pittor napoletano , ms. Palatino 565 della 

Biblioteca Nazionale di Firenze, cc. 143r-162v,  ed. cons. Zibaldone,  II, pp. 415-460.
＊ 19　De Dominici., op. cit.,  1728, p. 365.
＊ 20　Ibid. .
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出版事情を明らかにしたウィレットによると、「1728 年版」の公刊の背景には、ナポリ

の出版者フランチェスコ・リッチャルディによるナポリの歴史書、芸術文献の出版戦略が

あったという＊ 21。リッチャルディの狙いは、『近代芸術家列伝』をたんに再版することで

はない。王室付建築家ジュゼッペ・ステンダルドへの献辞においてリッチャルディは、『ベ

ッローリ第 2 版』に「これまで十分に評価されてこなかったわれらが騎士ルカ・ジョル

ダーノについて新たに書かれた伝記」をくわえたことを強調している＊ 22。「1728 年」出

版の動機は、18 世紀までナポリの芸術家に捧げられた伝記集や芸術理論書が同地で出版

されてこなかったことと無関係ではない。リッチャルディは、1720 年代末から 1730 年

代にかけて、15-17 世紀イタリアの重要な芸術文献を再版する出版プロジェクトを展開し

た＊ 23。「1728 年版」を含む『ベッローリ第 2 版』はその端緒であった。「1728 年版」で

は著者名は明かされないが、これは最初に出版されたデ・ドミニチの著作である。ピント

がすでに指摘しているように、「1728 年版」では、ジョルダーノの家族にかんする記述

など、「フィレンツェ手稿」から変更された箇所がある＊ 24。たとえば、ジョルダーノの父

アントニオは、「フィレンツェ手稿」ではリベラ作品を模写する凡庸な画家として登場す

るが、「1728 年版」では財力ある人物とされている。また、「1728 年版」には、ルカの

兄弟たちや息子ロレンツォにもページが割かれている。

『1729 年版』は、「1728 年版」単独での再版で、『ベッローリ第 2 版』と同じくリッ

チャルディのもとで出版された。「1728 年版」と同様に、『1729 年版』でも著者名は記

されていない。献辞は、ジョルダーノの息子で、ナポリ王立会計院の理事ロレンツォ・ジ

ョルダーノに捧げられている。リッチャルディはナポリ王国の政府刊行物の出版も手掛け

ていたために、『1729 年版』の出版は、官僚であったロレンツォに便宜を図った可能性

もある＊ 25。『1729 年版』には、「1728 年版」の記述を一部変更した異版が存在する＊ 26。

ジョルダーノの家族にかんする記述が目まぐるしく変更された理由はなおも定かではな

＊ 21　Willette, Thomas C.. op. cit. , 2002, pp. 278-291.
＊ 22　Ricciardi, Francesco. “il signore”,  in Bellori. op. cit.,  1728.
＊ 23　リッチャルディは、1730 年にカルロ・ロベルト・ダーティ『古代画家列伝』（1667 年）、そして

1733 年にはデュ・フレーヌ版のレオナルド・ダ・ヴィンチ『絵画論』（1651 年）、それぞれの再版を手

がけている。また、彼の協力者であったリスポリは、1733 年にジョヴァンニ・バリオーネ『芸術家列伝』

（1642 年）の再版にくわえ、オルランディ『画家名鑑』（1704 年）のナポリ版（1731 年、1733 年）も

出版した。このオルランディのナポリ版は、デ・ドミニチの友人アントニオ・ロヴィリオーネが執筆した

ナポリの芸術家にかんする伝記を複数収録している。以下を参照。Willette. op. cit. , pp. 284-286.
＊ 24　Pinto. op. cit. , 2002, pp. 248-251.
＊ 25　Ibid. , p. 286.
＊ 26　Pinto. op. cit. , 2002, pp. 248-251.『１７２９年版』の異版では、ジョルダーノの家族に関する記述

が「フィレンツェ手稿」の内容に変更されている
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い。けれども、1728 年から 1729 年にかけて著者デ・ドミニチ、出版者リッチャルディ、

ジョルダーノの息子ロレンツォのあいだで、「ジョルダーノ伝」をめぐるなんらかの見解

の不一致があったと考えられる＊ 27。

最後に、『ナポリ芸術家列伝』（1742-1745 年）に収録された「1745 年版」は、デ・

ドミニチによる最後の「ジョルダーノ伝」にあたる。「1728 年版」、『1729 年版』に続き、

リッチャルディのもとで出版された『ナポリ芸術家列伝』は、「1728 年版」以降、リッ

チャルディが手がけた芸術文献の出版プロジェクトの集大成というべき事業である。この

大著の目的は、郷土の芸術家とその作品にかんする歴史書を持たなかったナポリの長い時

間的空白を埋めるとともに、他のイタリア諸都市や歴代統治国スペインやオーストリアと

も異なるナポリ王国独自の芸術の歴史を打ちだすことにあった＊ 28。デ・ドミニチは、すで

に 1727 年には『ナポリ芸術家列伝』を用意しはじめていたという＊ 29。実際、このころ、デ・

ドミニチが、ジョルダーノだけでなく、プレーティ、ソリメーナなど、17 世紀後半から

18 世紀前半にかけてナポリで活動した画家について調査していた可能性は高い＊ 30。

デ・ドミニチは、『ナポリ芸術家列伝』に収録する「ジョルダーノ伝」として、「1728 年版」

を再版するのではなく、書き直すことを選んだ＊ 31。実際、『ナポリ芸術家列伝』において、

「1728 年版」は「未熟な文体で書かれた」ものと見なされ、デ・ドミニチ自身がその出

来に不満を漏らしている＊ 32。けれども、この書き直しは、たんに「未熟な文体」に求めら

れるものではないだろう。というのも、以下でみるように、「1728 年版」には、その出

版形態ゆえに特異なジョルダーノ像が描きだされているからである。

＊ 27　Ibid. , pp. 249-250.
＊ 28　Sricchia Santoro, Fiorella. Introduzione, in De Dominici. op. cit.,  2003, p. IX.
＊ 29　De Dominici. op. cit.,  2003, pp. 27-28.
＊ 30　Cioffi, Rosanna. “Alcune riflessioni sulle Vite de’ piu eccellenti pittori, scultori ed architetti 

napoletani e sull’Arcadia napoletana”, in L’incidenza dell’Antico. Scritti in memoria di Ettore. Lepore , a 

cura di L. Breglia Pulci Doria, Napoli, Luciano. 1996, pp. 61-74.
＊ 31　De Dominici. op. cit.,  2008, I., p. 754.
＊ 32　Ibid. , p.41. デ・ドミニチは、『ナポリ芸術家列伝』「フセペ・デ・リベラ伝」において次のように記

している。「リベラの弟子であった著名なルカ・ジョルダーノについては、1728 年出版の伝記が書かれて

以来、随分になる。それゆえ、本書ではたんにそれを要約することになるだろう（主のご意思のままに）。

その伝記は未熟な文体で書かれ、それゆえに学識あるひとびとがわたしに与えた有益な忠告に合致してい

なかった。」
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2 .  “ 当 代 の ゼ ウ ク シ ス ” と し て の ジ ョ ル ダ ー ノ

　　「1728 年版」は、「フィレンツェ手稿」を作成し、バルディヌッチ（子）との通信の

後に着手した「ジョルダーノ伝」である。すでに述べたように「1728 年版」には、「フ

ィレンツェ手稿」には見られない記述が少なくない。デ・ドミニチとリッチャルディの出

版チームにとって、『ベッローリ第 2 版』に「1728 年版」を収録することは、ナポリ人

画家ジョルダーノをベッローリの権威とテクストの枠組みを利用して、『近代芸術家列伝』

で讃えられる芸術家の列にくわえることを意味した＊ 33。ベッローリは、『近代芸術家列伝』

に、特定の市民や国民に限ることなく、少なくともひとつの要素において完全性を示し、

後世の規範となるべきと判断される芸術家の伝記を収録した＊ 34。デ・ドミニチが着目した

のは、17 世紀の少なからぬ批評家や蒐集家が共有していた模倣の名手としてのジョルダ

ーノのイメージである。実際、ジョルダーノは、古今さまざまな画家の「手法」を想起さ

せる作品を数多く制作し、卓越した模倣家として知られた。同時代の蒐集家たちの書簡や

財産目録においてその作品はしばしば、ティツィアーノやラファエッロ、フセペ・デ・リ

ベラ「の手法による a maniera di」と注記されている＊ 35。デ・ドミニチが、「1728 年版」

の特殊な出版形態を意識して、ジョルダーノによる他者の模倣を解釈しなおしたことはた

しかである。まず、「1728 年版」の冒頭を飾る一節を見てみよう。

かの名高いゼウクシスは、ギリシアでもっとも優雅で愛らしい乙女たちを目の前に

迎えて、彼女たちそれぞれの際立った特長をとらえた。それらにもとづき、彼はヘ

レネをかたちづくったという。このヘレネは、自然が多数に分割した貴重でこのう

えなく感嘆に値するものすべての優雅な結合であり、いとも完全なる美のイデアに

ほかならない。われらがルカ・ジョルダーノは、ゼウクシスと同様のことを自身の

作品においていっそう思慮深く成し遂げようと尽力した。それは、これまでまった

く創意され得なかったような、もっとも優雅で、表現豊か、驚嘆すべき絵画のイデ

アを世に送り出すためであった。ルカは、比類ない研鑽を積み、労を払って、彼よ

りも以前に活躍したたいへん著名な画家たちのこのうえなく卓越した手法すべてを

＊ 33　Willette. op. cit. , pp. 289-291.
＊ 34　Dempsey, Charles. "Le vite de’ pittori, scultori ed architetti moderni" di Giovan Pietro Bellori", in 

L’ idea del bello iaggio per Roma nel Seicento con Giovan Pietro Bellori , a cura di Evelina Borea e Carlo 

Gasparri con la collab. di Luciano Arcangeli, 1., Roma: De Luca, pp. 99-112. v
＊ 35　Griseri, Andreina. “Luca Giordano 'alla maniera di...'.” in Arte antica e moderna, Firenze, 4. 1961, 

pp. 417-438.　Scavizzi, Giuseppe, De Vito, Giuseppe. Luca Giordano giovane 1650-1664. Napoli: Arte'm, 

2012.
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ひとつに統合し、きわめて美しく感嘆に値する手法をかたちづくった。ただその手

法のみが、ルカの引いた轍を踏んで不朽の名声に辿り着かんとする者たちにとって

模範であり、教育となりうるのだ。したがって、彼の作品には、数多くの著名な作

家に散見されるすべての非凡な特質が統合されている。それは、自然が、さながら

数多くの多様な画家たちによってひとりの画家を作ったかのようだ＊ 36。

ゼウクシスは模倣の達人と知られた古代ギリシアの画家である。大プリニウス、キケロが

伝えるところによると、ゼウクシスは、ある都市のもっとも美しい 5 人の乙女をモデル

にそれぞれのもっとも美しい身体の部位を選びとり、最高に美しい女性像を描いたという。

この逸話は、ルネサンス期以降の芸術論において美や模倣のありようを含意した＊ 37。解釈

者によって力点は異なるが、ゼウクシスの逸話において模倣とは、自然の諸要素を選択し、

それらを統合することによって、より高次の美を目指す営みにほかならない。

　　ここでデ・ドミニチは、ジョルダーノをゼウクシスに準え、このナポリ人画家による

他者の模倣を意味づけた。デ・ドミニチが提示した古代の画家ゼウクシスと近代の画家ジ

ョルダーノの比較は、次のように要約できる。ゼウクシスは、美しい乙女たちを選び、彼

女らにもとづいてもっとも美しい女性像を描きだした。ゼウクシスの制作は、換言すれば、

自然に偏在する感嘆すべき諸要素を選び取り、それらを統合して「いとも完全なる美のイ

デア」をうみだすことにほかならない。ゼウクシスと同様に、ジョルダーノは、それ「以

前に活躍したたいへん著名な画家たち」の「手法」を選びとり、それらをひとつに統合す

ることで「新しい手法」を練り上げた。ジョルダーノがつくり上げた「新しい手法」は、

ゼウクシスの「いとも完全なる美のイデア」にも相当する。

　このようなジョルダーノ像は、『近代芸術家列伝』序文をなす「イデア論」（1664 年）

に多くを負っている＊ 38。周知のとおり、ゼウクシスは、ベッローリの名高い講義録におい

て、イデアを自身のなかで形成し、完全性に到達した芸術家として言及された＊ 39。「イデ

ア論」においてもゼウクシスの逸話は、ある種の規範性を帯びている。芸術家は、ゼウク

シスのように、最上のものを選り抜き、自身のなかに完全なイデアを形成し、自然に勝る

＊ 36　De Dominici. op. cit.,1728, p. 304.
＊ 37　足達薫「蜜蜂としての模倣――マニエリスムの時代の模倣概念について」、弘前大学人文学部編『人

文社会論叢（人文科学篇）』 、15、 2006 年、1-17 頁。岡本源太「ジョルダーノ・ブルーノにおける芸術

と創造 : ゼウクシスの描くヘレネの肖像の変貌」、『あいだ / 生成 』、1, 2011 年、12-28 頁。
＊ 38　Bellori, Gian Pietro, Le vite de' pittori, scultori e architetti moderni,  a cura di Evelina Borea;, 

introduzione di Giovanni Previtali; postfazione di Tomaso Montanari, vol.1, G. Einaudi, Milano, 2009, pp. 

13-15. エルヴィン・パノフスキー『イデア―美と芸術の理論のために』伊藤博明、富松保文訳、平凡社、

2004 年、200-217 頁。
＊ 39　Ibid. , p.15  前掲書、202 頁。
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完全性を作品に与えることに心を砕くべきというわけだ。

　すでに述べたように、『近代芸術家列伝』では、なんらかの完全性を示す芸術家に伝記

が捧げられ、彼らはいずれも後世の規範となるべき巨匠として位置づけられた。デ・ドミ

ニチが模倣の名手というアナロジーからゼウクシスと比較するだけでなく、後世の規範と

なるべき画家としてジョルダーノを位置づけているのはそのためである。また、デ・ドミ

ニチは、ジョルダーノの「手法」に多様性を認める一方で、唯一性と完全性を強調している。

ここにピントが指摘した折衷主義の理論に由来する模倣観を認めることができるだろう。

　このようにデ・ドミニチは、ベッローリの「イデア論」におけるゼウクシスの逸話を転

用し、ジョルダーノを模倣の名手として称揚した。ここでジョルダーノは、折衷主義のフ

ィルターを通して捉えられ、完全性に到達した芸術家としてあらわされる。そうすること

で、ジョルダーノは、卓越した模倣の能力によって、『近代芸術家列伝』の巨匠たち、と

りわけアンニーバレ・カラッチとプッサンに比肩する芸術家として称揚されるだろう。こ

うして「1728 年版」の出版チームは、形式的にも、内容的にも「ジョルダーノ伝」と『ベ

ッローリ第 2 版』の連続性を示しそうとしたのだ。

　デ・ドミニチにとって、ベッローリの規範にかんする考えも重要な参照項だったと思わ

れる。ベッローリにとって真に規範となりうるのは、不完全な自然を矯正すべくイデアに

よって作品を制作し、最良の結果を生み出してきた古代の彫刻家たち、そしてラファエッ

ロであった。実際、「1728 年版」でデ・ドミニチは、いささか強引な仕方で、ジョルダ

ーノをラファエッロと関連づけている。もっとも、ここでデ・ドミニチが語るラファエッ

ロは、ベッローリが讃える完全性に到達した巨匠ラファエッロではなく、駆け出しの若き

ラファエッロである。

　デ・ドミニチによると、ジョルダーノは、ヴェロネーゼの構図とコルトーナの彩色を統

合した新しい「手法」を獲得したのちも、最初の師匠リベラの「手法」からなかなか離れ

られなかったという。そのようなジョルダーノを擁護するデ・ドミニチは、ラファエッロ

を引き合いに出し、次のように記している。

同様のことが神のごときラファエッロ・ダ・ウルビーノにも起こったことはよく知

られている。彼はその最初の師匠であるピエトロ・ペルジーノの手法から離れるとき、

少なからぬ苦労を払ったのだ＊ 40。

まさに若きラファエッロが描いた《マリアとヨセフの結婚》のように、弟子が師匠の

様式を忠実に模倣した作例は少なくない。このような作品を評価する場合、伝統的には、

師匠と弟子のあいだで見分けがつかなくなるほどの類似ゆえに、若者の早熟な才能と腕前

＊ 40　De Dominici. op. cit.,1728, p. 310 
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を讃えるはずだ 。若き画家が様式的に自立する苦労話によってラファエッロと関連づけ

ることにくわえ、逸話の批評的な価値観を転倒させることは、ジョルダーノを称揚するた

めとはいえ、無理やりな印象は否めない＊ 41。

ジョルダーノとラファエッロの対比は、「フィレンツェ手稿」、「1745 年版」には見ら

れない。このような対比は、ジョルダーノをベッローリの議論の枠組みで称揚しようとし

た「1728 年版」でこそ求められたというべきだろう。しかし、若きラファエッロが様式

選択に苦悩する場面を想起し、ジョルダーノが様式的に自立するさまを描くデ・ドミニチ

の議論は、強引というほかない。伝記で伝えられる逸話の自由な再解釈によってラファエ

ッロと関連づけるタイポロジー的なやり方は、ベッローリに反してさえいる。

　ここまで『ベッローリ第 2 版』に付された逸名の「1728 年版」において、著者デ・

ドミニチが、模倣の達人としてのジョルダーノ像を、ベッローリ自身の議論を転用するこ

とで、どのように描出したのかを検討してきた。「1728 年版」は、ベッローリを参照し

たことで、“ 当代のゼウクシス ” というこのナポリ人画家を称揚するために有効な観点を

手に入れた。その反面、ベッローリ自身のテクストとの関連を強化しようとするがあまり、

強引な記述が目立つ結果となった。「1728 年版」にのみ見られるこうした特徴は、『ベッ

ローリ第 2 版』の巻末収録という特異な出版事情なしには考えられない。

3 .  サンタ・テレサ・ア・キアイア聖堂の祭 壇画の評価の変遷

『ナポリ芸術家列伝』に「ジョルダーノ伝」を収録するにあたって、デ・ドミニチが、「1728

年版」の再録を望まなかったのは、こうしたベッローリの議論の枠組みを避けるためだろ

う。実際、「1745 年版」には、「イデア論」に依拠した “ 当代のゼウクシス ” にかんする

賞辞も、若きラファエッロの逸話を用いた脆弱な議論ももはや見られない。しかし、「1728

年版」と「1745 年版」とのあいだで、ジョルダーノ作品の評価に変更はほとんど見られ

ない。

ここで興味深いのが、ナポリ、サンタ・テレサ・ア・キアイア聖堂の祭壇画《エジプ

トへの逃避途上の休息》( 図 1) と《アンナとマリア、ヨアキム》( 図 2) である 。興味深

いことに、「1728 年版」と「1745 年版」では、これらの作品の評価に明確な相違が認め

られる。2 枚の祭壇画にたいするデ・ドミニチの評価が、「1728 年版」と「1745 年版」

＊ 41　同様にデ・ドミニチは、素描ではミケランジェロに敵わないために別の道を模索したというラファ

エッロのエピソードを紹介し、ジョルダーノの様式選択の問題と関連づけている。この場合では、ラファ

エッロの例を引き合いに、ジョルダーノが、ナポリの自然主義とも、ローマ＝ボローニャ風の古典主義と

も異なる新しい「手法」、すなわち新ヴェネツィア主義を志向した道理が説明される。Ibid. , p. 319.
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のあいだで異なっていることは研究史上、よく知られている＊ 42。しかし、その要因を明ら

かにする研究はこれまでなかった。「1728 年版」の特異性をこれまで検討してきた本稿

を締めくくるにあたり、ここでは、2 枚の祭壇画にたいする評価の変更を跡づけ、「1728

年版」においてジョルダーノ像の可能性を指摘したい。

これらの作品があるサンタ・テレサ・ア・キアイア聖堂は、南北を海岸とヴォメロの

丘に挟まれたキアイア地区に位置する跣足カルメル会の聖堂である。17 世紀ナポリを代

表する建築家コジモ・ファンザーゴ（1591-1678 年）の設計にもとづく聖堂は、1650

年から 1662 年にかけて建造され、1664 年 3 月 12 日に献堂された。《エジプトへの逃避

途上の休息》は、ギリシア十字プランの同じ聖堂の右翼礼拝堂に配されている。一方で、《ア

ンナとマリア、ヨアキム》は、それと向かい合うかたちで、左翼廊礼拝堂に配されている。

2 枚の祭壇画はともにジョルダーノの署名と 1664 年の年記をもっている。これらの作品

の制作状況を裏づける直接的な資料はいまだに確認されていないが、当時のナポリ副王で、

聖堂の建造を熱心に支援したペニャランダ伯ガスパル・デ・ブラカモンテ（在任：1659 

-1664 年）がジョルダーノへの作品注文に関与した可能性がすでに指摘されている＊ 43 。

デ・ドミニチは、いずれの「ジョルダーノ伝」でも、《エジプトへの逃避途上の休息》と《ア

ンナとマリア、ヨアキム》を一対でとりあげている。まず、「1728 年版」の記述からみ

てみよう。

キアイア地区の跣足会のサンタ・テレサ聖堂を飾る絵画は、一切の疑いなく、その

うちひとつはパオロ・ヴェロネーゼの絵筆による作品さながらであり、もうひとつ

はグイード・レーニの手になる作品のように見える。それというのも、驚くべきこ

とだが、これらの絵画においてヴェロネーゼとレーニの手法が申し分なく模倣され

ているからだ。そのうちの一点は同聖堂の右翼廊の大きな礼拝堂にあり、「エジプト

への逃避」が描かれている。そこではほとんど夜の、より正確に言えば、明け方の

情景が表され、人物像は幼子イエスが発する光を受けている。イエスは聖母マリア

の乙女のけがれなき乳を吸っているところだ。旅で疲れたマリアは平原の岩のうえ

に腰かけ、ヨセフは休息をとりつつ、ロバに牧草を食べさせている。彼らの導き手

である天使はそのすぐそばにいて、ロバから荷鞍をはずしている。この作品におい

て感嘆するのは、小さな天使の一団である。この天使たちは、神聖な家族をとりまき、

ひだのある布をもってさも楽しそうだ。彼らは、見事に調合された暗い赤紫色の天

＊ 42　Ferrari, Oreste, Scavizzi, Giuseppe.. op. cit.,   Napoli: Electa Napoli, 1992., I., pp. 275-276.
＊ 43　Mauro, Ida. "Il divotissimo signor conte di Pegnaranda, viceré con larghissime sovvenzioni: los fines 

políticos del mecenazgo religioso del conde de Peñaranda, virrey de Nápoles (1659-1664)", in Tiempos 

Modernos,  15, 2007, pp. 1-13,　
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幕をこれからまさに張ろうしているように見える。それは、まるで聖なる人々を冷

たい大気から守らんとするかのようだ。人物像は白みゆく大気、木々、風景、枝葉、

岩と調和し、巧みに処理されている。それは、他のいかなる画家もこうした調和を

生み出す妙技や完全性にけっして到達することはできないと諦めるほどだ。また、

この作品はたいへん甘美に描かれているので、比類なきカラッチ一族に続くボロー

ニャ派の光明、グイード・レーニのもっとも美しい手法を想起させる。これはけっ

して誇張ではない。というのもこのカンヴァス画は異邦人にグイードの作品と見な

されるからだ＊ 44。

「1728 年版」の記述は「フィレンツェ手稿」を発展させたもので、所在、構図、人物

像の配置、細部など、より詳細にそれぞれの作品について説明している。デ・ドミニチは

ここで、《エジプトへの逃避途上の休息》をレーニに、《アンナとマリア、ヨアキム》をヴ

ェロネーゼに関連づけている。もっとも、2 枚の祭壇画にたいするデ・ドミニチの評価は

誇張的ではあるが、けっして的外れなものではない。「レーニの手法」と評された《エジ

プトへの逃避途上の休息》は、ナポリ、サン・マルティーノ修道院付属聖堂の主祭壇を飾

る晩年のレーニ作品《羊飼いの礼拝》( 図 3) を強く想起させる。とりわけ、光に照らし出

された聖家族の神秘的かつ親密な情景は、レーニ作品に依拠したものだ＊ 45。一方で、ヴェ

ロネーゼと関連づけられた《アンナとマリア、ヨアキム》は、1650 年代後半以降、ジョ

ルダーノの様式的傾向のひとつとなった新ヴェネツィア主義の特徴を示す作品である。

「1728 年版」において《エジプトへの逃避途上の休息》は、「比類なきカラッチ一族に

続くボローニャ派の光明、グイード・レーニのもっとも美しい手法を想起させる」と評さ

れている。デ・ドミニチは、「フィレンツェ手稿」ですでに、この作品が「グイード・レ

ーニの手法で描かれ、レーニの絵筆によるものに見える」と記していた＊ 46。「1728 年版」

の記述は、「フィレンツェ手稿」での評価をさらに強調したものと言えるだろう。もっと

もここで、「レーニの手法」が具体的にどのような特徴を指すのかは説明されない。

同様に「1728 年版」における《アンナとマリア、ヨアキム》についてみてみよう。

反対側の左翼廊礼拝堂にあるもう 1 枚の作品もけっしてこれに劣らない。それどこ

ろか、あえて言うと、感嘆すべき巧みさのために、こちらの作品のほうがより優れ

ている。ここには、ほぼ横顔のアンナが、椅子に座り、幼いマリアを教育する姿で

＊ 44　De Dominici. op. cit.,1728, p. 316.
＊ 45　Ferrari, Oreste, Scavizzi, Giuseppe. Luca Giordano. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1966, pp. 

55-59, 69-70. Ferrari, Oreste, Scavizzi, Giuseppe.  op. cit.,  1992., I., pp. 38-39, pp. 226-227.
＊ 46　De Dominici. op. cit.,1980-1981, I., p. 356.
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表されている 。マリアは、天に向かって目を上げ、じっと天上の栄光を見つめてい

る。そこにはさらに、父なる神がたいへん美しい天使の一団のうえにいる。聖霊と

ともに天使たちを率いる神の姿は荘厳だ。下方ではヨアキムがいる。もうひとつの

作品において人物像が実際の大きさより大きく表されているように、この作品でも

人物像は等身大の 2 倍の大きさで表されている。さて、ヨアキムは威厳に満ちた崇

敬に値する姿勢で立ち、妻と無原罪の証たるマリアに付き添う天使たちを見ている。

その手法はヴェロネーゼの模倣によるもので、作品はたいへん闊達で瑞々しい彩色

で描かれている。それゆえ、画匠たちが、これをジョルダーノによって制作された

もっとも美しい作品のひとつと見なし、高く評価しているのも不思議ではない＊ 47。

ここで《アンナとマリア、ヨアキム》は、ジョルダーノの傑作のひとつとして紹介さ

れている。デ・ドミニチは、《エジプトへの逃避途上の休息》の場合とは異なり、《アンナ

とマリア、ヨアキム》の「ヴェロネーゼの手法」にもとづく晴朗な色彩に注意を向けてい

る。「フィレンツェ手稿」でこの作品は、「油彩ではなく、テンペラで描かれたように見え

るほどに、青く優雅な空の表現をもち、瑞々しく保たれている」と記されており、《アン

ナとマリア、ヨアキム》における色彩への関心の強さがうかがえる＊ 48。

「1745 年版」ではこれらの作品の評価に大きな変化が認められる。

こうした作品群が今もなお瑞々しく保たれていることは驚くべきことだ。これは、

キアイア地区の跣足カルメル会のサンタ・テレサ聖堂の大きな礼拝堂にある作品群、

とりわけ、幼いマリアを教育するアンナ、立ち姿のヨアキム、彼らのうえに父なる

神が表された作品にも見られる。こうした作品群は、パオロ・ヴェロネーゼの用法

で漆喰を施されたカンヴァスに描かれたものだ。もうひとつの作品には「エジプト

への逃避途上の休息」が描かれている。天使たちのいる薄暗い空は白みはじめ、プ

ットーたちは空に舞い上がった布のまわりで戯れている。彼らはこの布で聖なる人々

を夜の冷たい大気から守ろうとしているかのようだ。そこに表された風景、木々、

岩や石は驚くほどに調和している。疑いなくルカは、絵画において困難なこうした

要素をこのうえなく見事に習得した。その見事さといえば、多くの画匠たちが全体

のかくも完全な調和に到達することを諦めたほどであった＊ 49。

このように、「1745 年版」での 2 枚の祭壇画にかんする記述は、「1728 年版」に比べ

＊ 47　De Dominici. op. cit.,1728,  p. 316.
＊ 48　De Dominici. op. cit.,1980-1981, I., pp. 356-357.
＊ 49　De Dominici. op. cit. , 2008, I., pp. 754-866.
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て大幅に縮減されている。「1728 年版」にあった作品の聖堂内の配置や詳しい細部の描

写はもはや見られない。また、「1745 年版」ではレーニへの言及が省略されている。《ア

ンナとマリア、ヨアキム》にかんしては、新たに、「パオロ・ヴェロネーゼの用法で漆喰

を施されたカンヴァスに描かれたもの」という指摘がくわえられている。

「フィレンツェ手稿」、「1728 年版」、「1745 年版」における変遷を辿ると、《アンナと

マリア、ヨアキム》についてデ・ドミニチは、継続的に「ヴェロネーゼの手法」による色

彩表現に関心をもち続けたと言える。一方で、《エジプトへの逃避途上の休息》について

は評価の揺らぎが認められる。「1728 年版」では、アンニーバレ・カラッチ、レーニと

いう古典主義の潮流と対比されるが、「1745 年版」では「レーニの手法」への言及が省

略された。「1728 年版」におけるレーニの強調は、『ベッローリ第 2 版』という文脈で理

解できると思われる。というのも、レーニは「イデア論」においてまさにゼウクシスと比

べられる画家だからだ＊50。“当代のゼウクシス”による他者の模倣は、十分に強調に値する。

とりわけ、「1728 年版」においてレーニへの言及はこの作品のみであり、レパートリー

の多様性を示す好例となりえたはずだ。一方、「1745 年版」におけるレーニへの言及の

省略は、デ・ドミニチにとってレーニの評価が下がったことを意味しない。実際、デ・ド

ミニチは、『ナポリ芸術家列伝』の「フセペ・デ・リベラ伝」や「マッシモ・スタンツィ

オーネ伝」などで、サン・マルティーノ修道院の晩年のレーニ作品《羊飼いの礼拝》に触

れている＊ 51。《アンナとマリア、ヨアキム》への評価が継続的だったことを考慮するならば、

《エジプトへの逃避途上の休息》にたいする評価の変化は、デ・ドミニチのジョルダーノ

作品にたいする批評的態度の違いに由来すると考えるべきだろう。

お わ り に

以上、本稿は、特異な出版形態をとったデ・ドミニチの「ルカ・ジョルダーノ伝」、「1728

年版」をとりあげ、そこでデ・ドミニチが、ベッローリの「イデア論」をいかに転用して、”

当代のゼウクシス ” としてジョルダーノを称揚したのかを明らかにした。とりわけ、デ・

ドミニチの複数の「ジョルダーノ伝」の相違に着目し、著者デ・ドミニチの批評性を指摘

した点で、本稿は、デ・ドミニチ研究および、ジョルダーノの評価史研究に一定の寄与を

果たしたと考える。

＊ 50　Ibid. , pp.17-18  前掲書、206-207 頁。
＊ 51　"Prohaska, Wolfgang. Guido Reni e la pittura napoletana del Seicento", in Guido Reni e l’Europa, 

catalogo a cura di Sybille Ebert-Schifferer ; Emiliani, Andrea. Frankfurt: Credito Romagnolo,  pp. 644-651. 
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また、ここでとり挙げた「1728 年版」のエピソードの多くは、『ナポリ芸術家列伝』

には収録されておらず、ジョルダーノ研究において十分に省みられていない。ラファエッ

ロとペルジーノの関係など、従来では若い画家の技量の高さを示すトポスだったものが、

芸術家の自立や様式的な岐路の物語に読み替えられた逸話は、芸術家の評伝が独自にうみ

だした物語と言っていいだろう。バロック期の著述家によるこうした奇妙な逸話は、芸術

家の評価史研究において然るべき考察対象となるはずである。

図 版

図 1
ルカ・ジョルダーノ

《エジプトへの逃避途上の休息》
1664 年、カンヴァスに油彩
サンタ・テレサ・ア・キアイア聖堂

図２
ルカ・ジョルダーノ

《アンナとマリア、ヨアキム》
1664 年、カンヴァスに油彩
サンタ・テレサ・ア・キアイア聖堂

図３
グイード・レーニ

《羊飼いの礼拝》
1640-42 年、カンヴァスに油彩
サン・マルティーノ修道院付属聖堂
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【Abstract】

“Zeuxis of Our Time”: Critical Strategy of Bernardo de 
Dominici in the 1728 Vita of Luca Giordano

Hiroyuki KOMATSU

　　　　The Neapolitan painter Luca Giordano (1634-1705), active in the second half of the 17th 

century, acquired a reputation for his ability to imitate manners of various painters of 16-17 century. 

There are a number of biographers of Giordano, since the painter worked in many places. One 

of such writers is Bernardo de Dominici (1683-1759), the author of the Vite de' pittori, scultori, ed 

architetti napoletani. In fact, De Dominici’s career as a biographer developed along with the Vita di 

Luca Giordano, as he wrote several versions of biographiy of Giordano from the mid-1720s to 1740s.

 This essay takes into consideration a particular biography of Giordano written by De 

Dominici; Vita del Cavaliere Don Luca Giordano, pittore napoletano, published in 1728. This version 

is especially known for its very peculiar circumstance of publication. It was actually included in the 

second edition of the Vite de pittori, scultori, et architetti moderni of Giovan Pietro Bellori, published 

in 1728 in Naples. The author of this added Vita was not announced at first, but it is revealed when 

the same Vita was reprinted in the Vite de' pittori, scultori, ed architetti napoletani later in 1745.

 However, the 1728 Vita and the 1745 Vita are not identical. For example, in the introductory 

part of the 1728 Vita, the author celebrates Giordano’s ability to imitate using an analogy from Zeuxis, 

an ancient Greek painter who was also known for his artful imitation. This part was omitted in the 

1745 Vita. Pinto has pointed out that De Dominici approached 17th century art theory of eclecticism, 

paying attention to the 1728 Vita was included anonymously in the second edition of Bellori's work.

 This essay investigates how De Dominici exalted Giordano in the aesthetic framework 

of Bellori, as De Dominici in 1728 based his argument on Bellori’s another written work, Idea. The 

discussion proceeds as follows: first, circumstances for each of De Dominici’s biographies of Giordano 

are clarified. Next, it is claimed that Bellori’s work is referred in the 1728 Vita by consulting three 

points in particular: anecdote of Zeuxis, idea of canonical model, and analogy with Raphael. Finally, 

it is revealed that De Dominici’s evaluation on Giordano’s works depends on the critical image of 

Giordano awkwardly created by citing Bellori’s discussion.

 Through these analyses, transition and its meaning of De Dominici’s evaluation on 

Giordano’s works are traced, and it contributes to the study of the critical history of Giordano, as well 

as study of biographies written in the Baroque era.




